
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

※ファクス機能はFGモデルのみ。●写真はAR-N１６１FG（オプション装着時）です。

デジタル複合機
AR-N161FG/N161G

システム希望小売価格 （税抜価格 909,000円）954,450円
本     体希望小売価格 （税抜価格 760,000円）798,000円

専用台（小）希望小売価格 （税抜価格 49,000円）51,450円
２段給紙ユニット 希望小売価格 （税抜価格 100,000円）105,000円

AR-N161FG

システム希望小売価格 （税抜価格 679,000円）712,950円
本     体希望小売価格 （税抜価格 480,000円）504,000円
１段給紙ユニット 希望小売価格 （税抜価格 50,000円）52,500円
２段給紙ユニット 希望小売価格 （税抜価格 100,000円）105,000円
専用台（小）希望小売価格 （税抜価格 49,000円）51,450円

AR-N161G

Copy Printer Scanner
A3 size Color Fax※

A3サイズカラースキャナを標準搭載。

省スペースを実現した多機能デジタル複合機。
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※デスクにも置けるコンパクトボディに、コピー、プリンタ、カラースキャナ、ファクス  の4つの機能を集約。

仕分け作業を効率化する電子ソート機能や用紙の節約につながる両面印刷機能を標準搭載し、

身近に置いて活用することができます。さらに、ネットワーク拡張すれば、共有のプリンタやスキャナとしても使え、

グループユースにおいても実力を発揮します。

※ファクス機能は、FGモデルのみ搭載しています。

オフィスに必要なデジタル機能をコンパクトに凝縮。

ビジネスに求められる様々なドキュメントワークを力強くサポートする。
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Faxまで備えて1台4役。

多機能でオフィスをサポート。
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ネットワーク
スキャナ

両面原稿
送り装置

コピー

AR-N161FG

ファクス 両面印刷SPDL2
プリンタ

オプションオプション

原稿
送り装置

─

カラー
スキャナ

SPLC
プリンタ

ネットワーク
スキャナ

両面原稿
送り装置

コピー

AR-N161G

ファクス 両面印刷SPDL2
プリンタ

オプションオプションオプション

原稿
送り装置

オプション─

カラー
スキャナ

SPLC
プリンタ

●写真の２段給紙ユニット（AR-D３５）、１段給紙ユニット（AR-D３４）、専用台（AR-DS４）はオプションです。※SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

モノクロA4ヨコ
毎分

16枚

モノクロA4ヨコ
毎分

16枚

A3カラースキャナを搭載。

1台3役のコンパクトマシン。

��������

※FGモデルのみ。

※オプション

コピー、プリンタ、カラースキャナ、ファクスの4つの機能をコン

パクトなボディに凝縮。また、両サイドに出っ張りのないウイング

レス設計により、デスクサイドにすっきり置けます。

1台4役の高性能をコンパクトに凝縮。

資料や企画書などをスキャンし、紙文書をデジタル化。読み取っ

たカラー写真やイラストのデータを活用でき、カラードキュメント

のデータ作成に実力を発揮します。

A3カラースキャナで文書をデジタル化。

ページ数の多い原稿も、電子ソート機能でまとめて処理。一度の

スキャンで原稿のデータをメモリーに蓄積しながら、必要部数出

力します。さらに、オフセット機能で一部ずつずらして排紙するの

で、仕分け作業の手間を省けます。

電子ソート機能で仕分け作業を効率化。

ネットワーク拡張キット（AR-NB５）※を装着すれば、オフィスで

お使いの複数のパソコンとネットワーク接続が可能。グループ内

で利用する共有プリンタ/スキャナとしてお使いいただけます。

※
ネットワーク拡張で共有化。

	
�� ������
����������A3size Color
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※

1 2 3 4 5

セットごとに
ずらして排紙

1
3
5

2

4

オフセット機能

１回スキャン ５部コピー
複数のパソコンで
共有して利用

プリント
スキャン
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Multifunction Copy
多機能コピー

毎分１６枚 のコピースピード＆電子ソート機能搭載。
※

※A４ヨコ片面時。

Printer
プリンタ

SPLC  プリンタを標準装備。データ圧縮によりスピーディにプリント。
R※

※SPLCはSharp Printer Language with Compressionの略称です。●ネットワーク拡張キット（AR-NB５）装着時は、SPLCプリンタ機能は利用できません。

毎分１６枚※※の連続コピースピード

AR-N１６１FG/N１６１Gでは、１６枚/分※の連続コピースピードを

実現し、大量出力時の効率化を図れます。また、ファーストコピーも

７.２秒（A４ヨコ）と１枚だけのコピーにも素早く対応します。

ハイスピードコピーを実現

２枚もしくは４枚の原稿を１枚に集約してコピーできます。標準装備の両面

印刷機能と組み合わせることで、さらに用紙の節約を図ることができます。

多彩な編集機能で用紙の使用量を削減

複数枚の原稿を１枚に集約

プリント指示したデータをメモリーにいったん記憶し、多部数の

出力を一括して自動処理。何度もデータを送信する必要が無いため、

スピーディにドキュメントを作成します。

１回のデータ転送で効率よく出力できる

ROPM（Rip Once Print Many）

６００dpiの高画質により、写真やイラスト入りの企画書も鮮明に

コピーできます。また表組みなどの細かな文字もくっきりと再現。

表現力に差が出る

６００dpiの高画質

AR-N１６１FGでは標準で６００

枚（２トレイ＋マルチ手差し）、

オプションの２段給紙ユニット

を装着すれば１,１００枚（４トレイ

＋マルチ手差し）の給紙が

できます。

用紙補給の手間を軽減

給紙容量最大１,１００枚※

ビジネスに役立つ機能を多彩に搭載

多彩な機能

□ 回転コピー

□ とじしろコピー

□ カードスキャン

□ １セット２コピー機能

□ 部門管理

□ 用紙/倍率自動選択機能

□ 枠/センター消去

□ 縦横独立変倍

□ ２５～４００％ズーム※
（原稿台使用時）

※A４ヨコ片面時。

効率よくコピーできる

原稿自動送り装置※

※原稿自動送り装置/両面原稿自動送り装置使用時は５０～２００％。

原稿自動送り装置を使えば、４０枚までの原稿を連続して読み取り、

原稿を交換する手間が省けます。

プリントスピード毎分１６枚※（A４ヨコ）

圧縮技術を利用したシャープ独自のSPLC  （Sharp Printer Language

with Compression）プリンタ機能を搭載。USBケーブルでパソコンと

接続し、利用することができます。

※AR-N１６１Gは、標準で３５０枚（１トレイ＋マルチ手差し）。オプションの１段給紙ユニットと、２段
給紙ユニットを装着し、１,１００枚の給紙ができます。

※AR-N１６１FGは、両面原稿自動送り装置標準装備。AR-N１６１Gは、オプションの両面原稿自動
送り装置もしくは、原稿自動送り装置を装着できます。

SPLC  プリンタ機能搭載

フィットページ機能
用紙のサイズに合わせて自動で拡大・縮小

マルチショット（N-up）機能

複数ページ分のデータを1

ページに自動レイアウトして

プリント。確認用の印刷や

用紙を節約したい時に便利

です。

複数のデータを１枚に集約印刷

※A４普通紙縦送りで片面同一ページの連続プリントにおける出力２枚目以降のプリント速度。
（オフセット出力時を除く）

R

R

４-UP
プリントしたい用紙サイズに

合わせて自動的に拡大縮小

してプリントアウト。アプリ

ケーションソフトで変倍する

などの手間が減らせます。

４枚を
１枚に集約

A4サイズの
データ

B4用紙に

A3用紙に

B5用紙に

自
動
拡
大
・
縮
小

■文字と写真が混在した原稿も美しくコピー
文字/写真領域分離技術

■原稿の濃淡に応じて画質を調整
自動濃度調整（AE）機能

■写真の微妙なトーンも美しく再現
写真モード

3

1

4

2

3

1

4

2
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Fax（AR-N161FG）

ファクス機能

●ファクス機能はAR-N１６１FGのみ対応しています。

●ネットワーク拡張キット（AR-NB５）装着時は、USB接続によるスキャナ機能は利用できません。

スーパーG3Faxに対応し、スピーディに送信可能。

Scanner
スキャナ

A3サイズのカラースキャナを標準装備。

A３サイズカラースキャナ標準装備
効率的なスキャンのために

プッシュスキャン

本体側で宛先を選択し、スタートキーを押して読み取り開始。「Button 

Manager」により設定した

アプリケーションソフト

（Sharpdesk  、E-mail、

ファクス、OCR、Word等）が

起動し、画像を取り込みます。

本体からの操作で読み取り開始

プルスキャン

パソコン上からもスキャナの操作が可能。TWAIN対応により市販アプリ

ケーションソフトと連携でき、読み込んだ画像を多彩に使いこなせます。

TWAIN対応、パソコンからスキャンを開始
R

●プリンタの排紙部を上段に設定することも可能です。環境や紙質によって枚数に満たない場合があります。
※A４サイズの場合。

多彩な機能

PC-Fax送信機能※※

パソコンで作成したドキュメントをダイレクトにファクス送信し、

スピーディかつ簡単にデータを電送。ファクス送信時間の短縮と

ペーパーレス化にもつながります。

パソコンから直接送信

ジョブセパレーター

ファクス受信中にコピーを割り込ませても、ジョブセパレーターにより

混じり合うことなく、コピー出力とファクス受信を別 に々排紙できます。

本体内部で用途別排紙ができる

原稿読み取り速度約２.６秒※/ 枚

A４原稿なら１枚あたり約２.６秒※で高速読み取りが可能。通信終了を

待たずにすぐに原稿を取り出せ、ファクスの前で待機する時間を大幅

に削減できます。

急ぎの原稿も素早く送れる

スーパーG3Fax/JBIG圧縮方式

高速電送を可能にするスーパーG３Faxと高効率圧縮方式JBIG

方式に対応。

ファクスを高速かつ効率的に使える

ファクスの使い勝手をさらにアップ

□ メモリー送受信

□ 縮小送信

□ ダイヤルイン対応※１

□ Fコード対応

□ 両面送受信

□ 回転送受信

□ 電話/ファクス自動切換

□ ポーリング機能
（送信要求機能）

□ 時刻指定送信

□ プログラム

□ 順次同報（２００件）

□ ブック/長尺原稿送信※２
（最大８００㎜まで）

※１ 別途NTTとの契約が必要です。※２ 長尺原稿送信には両面原稿自動送り装置を使用します。

※グループダイヤル含む。

「Button Manager」設定画面

※A4タテ・メモリ－送信時、解像度が普通字の場合。

ファクスが届くと、緑のランプが点滅。用紙を

取り除くまでお知らせします。

ファクス受信を光でお知らせ

ファクス受信ランプ

相手先を簡単に指定

ワンタッチダイヤル５０件※/ 短縮ダイヤル３００件

ファクス排紙部（約１００枚）※

コピー/プリンタ排紙部（約１５０枚）※

ジョブセパレーター

■押しやすさに配慮したキー形状
ユニバーサルキーの採用

■使う人に合わせて設定できる
キー応答時間を設定可能

■各種設定の操作を音でお知らせ
音のサポート

■ 操作パネル ●ランプの点灯状態は、機能説明のためのものです。

Universal Design ｜ユニバーサルデザイン

AR-N１６１FG AR-N１６１G

※Windows環境のみ対応。PC-Fax受信機能はありません。ネットワーク拡張キット（AR-NB５）
装着時も使用可能です。

送信指示

電話回線

PC-Fax送信

Ｇ３ Fax

USBケーブルでつないだパソコンから手軽にスキャナ機能を利用

できます。カラーなので写真やイラストもほぼ忠実に再現しカラー

ドキュメントデータの作成など、多彩な用途に利用できます。
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Network Printer/Scanner
ネットワークプリンター/スキャナ（オプション）

ネットワークを活用した多彩な機能。
●オプションのネットワーク拡張キット（AR-NB５）が必要です。

紙文書をスキャン Internet
E-mail

電子メールで配信

FTPサーバ
デジタルデータとして管理

Desktop※

指定したパソコンへ直接配信

●SharpFiling  につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。（http://www.sharp.co.jp/print/）R

●SharpFiling   の詳しい内容につきましては、SharpFiling   カタログをご覧ください。R R

※１ ネットワーク拡張キット（AR-NB５）には３ライセンス同梱しています。※２ SharpFiling５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。

パソコンで作成した文章や手書きのメモなど身の回りの紙文書を
スキャニングして、一元管理することができます。

キャビネット、バインダ、フォルダと実際に書類を保管する感覚でデータ
の管理が可能。また、キャビネットを他のPCと共有することもでき、
オフィスでの情報の共有化を推進します。

文書管理ソフト 

SharpFiling （シャープファイリング）※２RSharpdesk （シャープデスク）※１R

LDAPプロトコルに対応し、LDAPサーバに登録されているアドレス帳

を利用可能。E-mailアドレスを一文字ずつ入力する手間が省けます。

登録されたアドレス帳を利用できる

●LDAP［Lightweight Directory Access Protocol］
インターネットやイントラネットのTCP/IPネットワークで、ディレクトリデータベースにアクセスする
ためのプロトコルのことです。

１０BASE-T/１００BASE-TXサポート

オプションのネットワーク拡張キット（AR-NB５）を装着することに

より、SPDL２※１プリンタとしてネットワーク環境にも対応。Windows

やMacintoshなどOSが混在するオフィスにも活用できます。

高速ネットワークに対応

ジョブオフセット機能

LDAP対応アドレス帳

多部数の出力時は、１部ごとにずらして出力。また複数のパソコンから

プリント指示があった場合もジョブごとにずらして、区別できます。

ジョブ単位に仕分け出力できる

NetWareIPX/SPX

NetBEUI
TCP/IP

Ethernet
１００BASE-TX
１０BASE-T

PSプリンタ※２

MacintoshEtherTalk
TCP/IP

Windows   ２０００
Windows   XP
Windows Server　 ２００３
Windows Server　 ２００８
Windows Vista　 

R

R

R

R

R

※１ SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。
※２ ネットワーク拡張キット（AR-NB５）とPS拡張キット（MX-PK１０）が必要です。
●最新のプリンタドライバはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。
（http://www.sharp.co.jp/print/）

SPDL２※１プリンタ/PSプリンタ※２

SPDL２※１プリンタ

E-mail、FTP、指定したPCに直接データを送信

スキャニングデータをFTPに送信したり、添付ファイルとしてE-mailで

送信できます。また、設定したパソコンのフォルダに直接送信もでき、

当社文書管理ソフト（オプション）を利用することでデータの管理

や編集が可能です。

読み取ったデータを多彩に活用

省エネ

外装および内装部品にノンハロゲン樹脂（内部部品の一部は

除く）を使用し、さらに塩ビ樹脂を含有していないACコードを

採用しています。

環境に配慮した素材を使用

欧州連合（EU）における電気電子機器に含まれる特定有害物質

〈鉛や水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニール（ＰＢＢ）、ポリ

臭化ジフェニルエーテル（ＰＢＤＥ）〉の使用制限に対応しています。

欧州RoHS規制に対応

グリーン材料

豊かな地球環境を守るための国際的な省エネ

ルギー制度「国際エネルギースタープログラム」

に適合しています。

国際エネルギースタープログラムに適合

財団法人日本環境協会のエコマーク認定

基準に適合しています。

エコマーク認定商品

グリーン購入法（国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律）に基づく判断基準

に適合しています。

グリーン購入法基準に適合

グリーン購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第０９１１７０１６号

3R・省エネ設計

※ネットワーク拡張キット（AR-NB５）には、Sharpdesk/ネットワークスキャナツールを同梱
しています。



Option
オプション

多彩なオプションがさらに使いやすさをアップ。

AR-HN7
ハンドセット※１ 

 希望小売価格１２,６００円
（税抜価格１２,０００円）

AR-SP10
原稿自動送り装置

 希望小売価格１０５,０００円
（税抜価格１００,０００円）

AR-DS4
専用台（小）

 希望小売価格５１,４５０円
（税抜価格４９,０００円）

AR-D35
２段給紙ユニット

 希望小売価格１０５,０００円
（税抜価格１００,０００円）

AR-DS3
専用台（大）

 希望小売価格５１,４５０円
（税抜価格４９,０００円）

AR-D34※３
１段給紙ユニット

 希望小売価格５２,５００円
（税抜価格５０,０００円）

AR-N１６１G AR-N１６１FG

Option（オプション）

用 紙 サ イ ズ
使 用可能 用紙

名 称

大 き さ
質 量

２段給紙ユニット（AR-D３５）

■２段給紙ユニット

A３～B５（５６～９０N/G）

幅５９０×奥行４７８×高さ１８２A

５００枚（６４N/G）（２５０枚×２）

本体より供給

約９.７O

１段給紙ユニット（AR-D３４）

A３～B５（５６～９０N/G）

幅５９０×奥行４７８×高さ９６A

２５０枚（６４N/G）

本体より供給

約４.９O

専用台（大）（AR-DS３）

幅６１８×奥行４９０×高さ４５３A

約１９.９O

専用台（小）（AR-DS４）

幅６１８×奥行４９０×高さ２８３A

約１４.７O

給 紙 容 量

電 源

名 称

原稿送り装置の種類

原 稿 サ イ ズ

両面原稿自動送り装置（AR-RP１０）

■原稿自動送り装置（AR-N１６１FGは両面原稿自動送り装置標準装備）

両面原稿自動送り装置

A３～A５

片面：５６～９０N/G　両面：５６～９０N/G

最大４０枚※（８０N/G）（または最大積載高さ４㎜迄） ※A３、B４は３０枚。

片面原稿１６枚/分（A４ヨコ）（６００×３００dpi時）

原 稿 種 類

原稿の収容枚数

原稿読み取り速度
（ コ ピ ー 時 ）

大 き さ

質 量

幅５８６×奥行４４０×高さ１３２A

約５.４O

原稿自動送り装置（AR-SP１０）

原稿自動送り装置

A３～A５

片面：５６～９０N/G

最大４０枚※（８０N/G）（または最大積載高さ４㎜迄） ※A３、B４は３０枚。

片面原稿１６枚/分（A４ヨコ）（６００×３００dpi時）

幅５８６×奥行４４０×高さ１３２A

約５.３O

■１段給紙ユニット ■専用台（大） ■専用台（小）

6

バーコード用フォントキット※２ AR-PF1 ６０,０００円）希望小売価格
PS拡張キット※２ MX-PK10 ５３,０００円）希望小売価格 ５５,６５０円（税抜価格
拡張メモリー（２５６MB）※１ AR-SM5 希望小売価格

６０,０００円）フラッシュROMキット※２ AR-PF2 希望小売価格 ６３,０００円（税抜価格
６０,０００円）漢字フォントROMキット※２ AR-PF3 希望小売価格 ６３,０００円（税抜価格

６３,０００円（税抜価格

６０,０００円）６３,０００円（税抜価格

SharpFiling追加１ライセンスキット※４ １５,０００円）希望小売価格 １５,７５０円（税抜価格MX-UFX1A
MX-UFX5SharpFiling５ライセンスキット ６０,０００円）希望小売価格 ６３,０００円（税抜価格
MX-USX5Sharpdesk５ライセンスキット ３６,０００円）希望小売価格 ３７,８００円（税抜価格
AR-MM9ファクス用増設メモリー（8MB）※３ ７０,０００円）希望小売価格 ７３,５００円（税抜価格

※１ 複合機本体に装着できます。※２ ネットワーク拡張キット（AR-NB５）に装着できます。AR-PF１/AR-PF２/AR-PF３はいずれか１つ装着できます。※３ AR-N１６１FGのみ。※４ この商品をご利用になる場合はSharpFiling５
ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。

※１ AR-N１６１FGのみ。※２ AR-N１６１FGは標準装備。※３ １段給紙ユニットを２段装着することはできません。

AR-RP10
両面原稿自動送り装置

 希望小売価格１５７,５００円
（税抜価格１５０,０００円）

AR-TR5
ジョブセパレーター※２ 

 希望小売価格１２,６００円
（税抜価格１２,０００円）

６７４

AR-N１６１G

■外形寸法図（単位：㎜）

AR-N１６１FG

５９０

〈フルオプション装着時〉

５７４
１,０８３

５９０

５７４

５９０

８８３

２９３

４７０

〈フルオプション装着時〉

５９０

１,０８３

●AR-N１６１Gを４段給紙にする場合は「本体」＋「１段給紙ユニット」＋「２段給紙ユニット」の組合せとなります。●給紙ユニットは、本体とあわせて４段までです。

５９０

８８３

２９３

６５１

AR-NB5
ネットワーク拡張キット

 希望小売価格１３６,５００円
（税抜価格１３０,０００円）



●ご相談窓口・・・

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

沖　縄  （０９８）８６１-０８６６　

●リース・クレジットのご用命は
　シャープファイナンスへ。

下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。

http://www.sharp.co.jp

シャープホームページ

本　　社　 〒５４５-８５２２   大阪市阿倍野区長池町２２番２２号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

 安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は《１５Ａ》以上、《１００Ｖ》の専用
コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。
AR-N１６１FG/N１６１Gは、２００１年４月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等
の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。
弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

このカタログの内容は、２００９年９月現在のものです。
R.30ビ（ド）-１１５７ AR１６１FJ このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。

このカタログは大豆油
インキで印刷しています。

（０１１）６４１-０７５１
（０２２）２８８-９１６１

札 幌
仙 台

（０５２）３３２-２６７１
（０７６）２４９-９０３３

名古屋
金 沢

（０６）６７９４-９１００
（０８２）８７４-６１００

大 阪
広 島

（０８７）８２３-４９８０
（０９２）５７２-２６１７

高 松
福 岡

レーザー静電複写機

１～９９９枚

AR-N１６１FG/N１６１G

読み取り　６００×６００dpi （写真モード、自動／文字モードは６００×３００dpi）
書き込み　６００×６００dpi

最大A３／シート・ブック原稿

４５秒以下　●環境により異なる場合があります。

等倍１：１±１.０％　拡大 １１５％、１２２％、１４１％、２００％、４００％
　　　　　　　   縮小 ２５％、５０％、７０％、８１％、８６％
ズーム幅　２５％～４００％の範囲で１％ごとに３７６段階
原稿自動送り装置／両面原稿自動送り装置使用時は、５０％～２００％。

AR-N１６１FG：２トレイ方式（２５０枚※２×２）＋マルチ手差しトレイ（１００枚※３）＝６００枚
AR-N１６１G：１トレイ方式（２５０枚※２）＋マルチ手差しトレイ（１００枚※３）＝３５０枚

４トレイ方式（２５０枚※２×４）＋マルチ手差しトレイ（１００枚※３）＝１,１００枚

AC１００V、１５A（５０Hz/６０Hz共通）
最大１.２kW以下（デスク等オプション含む）

幅８８３×奥行５７４A（手差しトレイ伸長時）
AR-N１６１FG  約４０.０O　AR-N１６１G  約２９.９O質 量

電 源
連 続 複 写

複 写 倍 率

複 写 原 稿

複 写 方 式

階 調

形 式
名 称

解 像 度

複写サイズ

最大給紙方式/
最大給紙容量

給紙方式 /
給 紙 容 量

大 き さ

機械占有寸法

最大消費電力

ウォームアップタイム
７.２秒以下（A４ヨコ）　●本機の状況によって異なる場合があります。ファーストコピータイム

デジタル複合機  AR-N161FG/N161G

■基本仕様/コピー仕様

デスクトップ

読み取り ２５６階調／書き込み ２値

A4・B5ヨコ
１６枚/分

A4タテ
１２枚/分

B５タテ
１４枚/分

B4
１０枚/分

A３
９枚/分

※片面同一ページの連続複写における出力２枚目以降の複写速度。

連続複写速度※

適用回線※１

通 信 速 度
符号化方式
通信モード
送信原稿サイズ

電 送 時 間

備 考

走査線密度
精細　　    ８dot/A×１５.４本/A

小さな字　   ８dot/A×７.７本/A普通字　　８dot/A×３.８５本/A

A３～A５記録紙サイズ

高精細　　１６dot/A×１５.４本/A

２秒台※３（当社A４標準原稿・普通字モード・スーパーG３〈JBIG〉送信時）
メ モ リ ー ２MB（最大１０MB）

※１ モデムダイヤルインには対応していません。※２ NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。※３ ITU-T
（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG３ファクシミリの３３.６kbps電送方式に準拠。A４判７００字程度の
原稿を標準的画質（８×３.８５本/㎜）で高速モード（３３.６kbps）送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信
の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。
※４ １グループダイヤルでは、最大１５０ヵ所の宛先を登録できます。複数のグループダイヤルを登録する場合は、合計で２００ヵ所
の宛先を登録できます。

ワンタッチダイヤル：最大５０件（グループダイヤル含む）、グループダイヤル：最大５０件※４、
短縮ダイヤル：最大３００件、順次同報送信：最大２００件

スーパーG３：３３.６kbps／G３：１４.４kbps

スーパーG３／G３

一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（Fネット）※２、自動構内回線（PBX）、PBダイヤルイン回線

認 定 番 号 A０９‐０１１９００５

MH、MR、MMR、JBIG  

A３～A５　●最大８００Aまでの長尺原稿の送信が可能。

■ファクス仕様（AR-N１６１FG）

等倍時／縮小時／拡大時

■商品ご理解のために

■商品ご使用について  ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●AR-N１６１FG/N１６１Gのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたず
ねください。●当社はこのAR-N１６１FG/N１６１Gの補修用性能部品を製品の製造打切り後７年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範
囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。
■カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Macintoshは米国Apple Inc.の登録商標および商標です。●Intel、PentiumはIntel 
Corporationの米国および、その他の国における登録商標または、商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●PostScript
はアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。●AdobeおよびAdobeロゴはアドビシステムズ社の商標です。●ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当
する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。

給紙トレイ（Ａ３～A５※１）、マルチ手差しトレイ（Ａ３～A６・郵便はがき＊）
欠幅　先端/後端最大４A以下/両サイド最大６A以下
＊日本郵政株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。

AR-N１６１FG 幅５９０×奥行５７４×高さ６５１A AR-N１６１G 幅５９０×奥行５７４×高さ４７０A

※１ A５サイズは第１トレイのみ。※２ ６４N/G紙の場合。※３ ５６～８０N/G紙の場合。

（０４８）６５３-５１８０
（０３）３６２６-８８５５

さいたま
東 京

TCP/IP

Sharpdesk   ※２、e-Typistエントリー２

フルカラースキャナ形 式

読み取り解像度※１
（主走査×副走査）

インタフェース
対応プロトコル

ユーティリティ

■ネットワークスキャナ仕様（オプション）

出力フォーマット

７５/１００/１５０/２００/３００/４００/６００dpi

１０BASE-T／１００BASE-TX

ファイル形式：TIFF、PDF、JPEG（カラー）　圧縮形式：白黒２値/圧縮なし/G３/G４（TIFF/PDF）

■プリンタ仕様（ネットワーク拡張キット（AR-NB５）装着時は利用できません）

内蔵型

６００×６００dpi

USB ２.０準拠

形 式

解 像 度

ページ記述言語
対応OS※３
インタフェース

連続複写速度と同じ
最大プリントサイズA３

連続プリント速度※１
プリントサイズ

※１ A４普通紙横送りで、片面同一イメージの連続プリント中の２ページ以降に１分間に出力される枚数。（オフセット出力時
を除く）※２ SPLCはSharp Printer Language with Compressionの略称です。※３ DOSアプリケーションソフトからの
印刷はできません。接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。
●対応OSの詳細はドキュメントシステムホームページをご確認ください。（http://www.sharp.co.jp/print/）

SPLC   ※２

Windows  ２０００、Windows  XP、Windows VistaR R R

■ネットワークプリンタ仕様（オプション）

データ処理 ６００×６００dpi　　プリント ６００×６００dpi/３００×３００dpi

TCP／IP、IPX／SPX、NetBEUI、EtherTalk※３

標準：欧文：８０書体、オプション：バーコード用フォント：２８書体※４
欧文：１３６書体、和文：５書体
和文：明朝、ゴシック　欧文：ローマン、サンセリフ

１０BASE-T／１００BASE-TX

解 像 度

ページ記述言語
対応プロトコル

対応OS※２

エミュレーション

内蔵フォント

インタフェース

ESC／P、ESC／Pスーパー
メ モ リ ー ６４MB（メモリー増設時　最大３２０MB） ●市販品メモリー

連続複写速度と同じ連続プリント速度※１

（ESC／P、ESC／Pスーパー用）

（SPDL２※２用）
（PostScript３互換※３）

※１ A４普通紙横送りで、片面同一イメージの連続プリント中の２ページ以降に１分間に出力される枚数。（オフセット出力時
を除く）※２ SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※３ PS拡張キット（MX-PK１０）を装着した場合。
※４ オプションのバーコード用フォントキット（AR-PF１）が必要です。
●対応OSの詳細はドキュメントシステムホームページをご確認ください。（http://www.sharp.co.jp/print/）

SPDL２※２　PostScript３互換※３

Windows  ２０００、Windows  XP、Windows Server  ２００３、Windows Server  ２００８、
Windows Vista
Macintosh（Mac OS ９.０～９.２.２  OS X １０.２.８、１０.３.９、１０.４.１１、１０.５～１０.５.６）※３

R

R R RR

《コピーできる用紙の範囲と種類》 ■サイズ：A３～A６および郵便はがき
■坪量：５６N/G～２００N/Gただし１０６N/G～２００N/Gの用紙はA４サイズ以下の用紙をご使用ください。
●特殊紙（はがき、はがき用紙、ラベル紙、OHP等）および坪量１０６N/G～２００N/Gの用紙をお使いになる際はお買い
上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。

R

Windows  ２０００、Windows  XP、Windows Vista

フルカラースキャナ形 式

読み取り解像度※１
（主走査×副走査）

原稿読み取り速度
インタフェース
対 応 O S

ユーティリティ
ド ラ イ バ

■スキャナ仕様（ネットワーク拡張キット（AR-NB５）装着時は利用できません）

出力フォーマット

フルカラー　２.８８ms/line（A３、６００dpi、フルカラー時）

基本：６００×６００dpi　設定範囲：５０～９６００dpi

USB ２.０準拠

TIFF、PDF、BITMAP
TWAIN、WIA、STI

R R R

R

Button Manager、Sharpdesk   ※２、e-Typistエントリー２R

※１本体に搭載されているメモリーの空き容量により、読み取り解像度は異なります。補間処理をせずにA３原稿をフル
カラー６００dpiで読み取るには拡張メモリー（２５６MB）（AR-SM５）が必要です。※２１ライセンス。
●対応OSの詳細はドキュメントシステムホームページをご確認ください。（http://www.sharp.co.jp/print/）

原稿読み取り速度 フルカラー　２.８８ms/line（A３、６００dpi、フルカラー時）

※１本体に搭載されているメモリーの空き容量により、読み取り解像度は異なります。標準メモリーでは、A３/B４/A４原稿を
カラーで２００dpiまで読み取り。３００dpiで読み取る場合は、複合機本体に拡張メモリー（２５６MB）（AR-SM５）が必要です。さらに
４００dpi以上で読み取る場合は、ネットワーク拡張キット（AR-NB５）に１２８MB以上のメモリー（市販品）が必要です。※２ネット
ワーク対応版３ライセンス。
●対応OSの詳細はドキュメントシステムホームページをご確認ください。（http://www.sharp.co.jp/print/）シャープ株式会社ビジネスソリューション

事業本部は品質マネジメントの国際
規格であるISO 9001および環境マネ
ジメントシステムの国際規格である
ISO 14001の認証を取得しております。JMI-0015

JQA-EM6192
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